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ロンドン大学キングス・カレッジ古典学科での学位論文指導

　司会：今回は，教員ではなく学生向けに行う初めて
の試みになります。学生向けのワークショップを開催
する趣旨は，大学院生としてきちんと研究活動を行っ
て，高い成果を上げた方をできればこれからも連続し
て講師にお招きして，みなさんに参考にしていただき
たいということです。
　今日の講演者は高橋亮介さんです。高橋さんは上智
大学文学部をご卒業されたあと，東京大学の総合文化
研究科（駒場）で，木村凌二先生の指導のもとでロー
マ史を研究されてきました。そのあと，高橋さんは，
ロンドン大学のキングス・カレッジに留学されまし
た。ご自身からお話があるかと思いますが，高橋さん
が専門としている分野，パピルスを主な史料として使

う研究分野というのは日本ではほとんど未開拓で，専
門家がいない分野です。また同時に日本では本格的な
研究が極めて難しい分野でもあります。そういう分野
というのは実はそう珍しいわけではなく，とくに外国
のことを研究しようとすると，だれしもが必ず出会う
困難であるかと思います。そういった中で今日は高橋
さんがどういうふうにこの春，学位論文を書き終えて
博士号を取られたのか，どういうようなことをしてい
らっしゃったのか，１時間ぐらいお話ししていただい
たあとで，みなさんに気軽にいろいろお尋ねしていき
たいと考えています。それではよろしくお願いいたし
ます。

ロンドン大学キングス・カレッジ古典学科での 
学位論文指導

高 橋 亮 介  日本学術振興会　特別研究員 （PD）

 Ⅳ 　調査研究の現場から

　高橋：ご紹介にあずかりました高橋です。周藤先生
から僕の経歴を簡単に説明していただきましたが，そ
れをもうちょっと詳しく話したいと思います。そして
自分の体験にもとづいて，イギリスの大学院の古典学
科という，ここにいるみなさんのほとんどが，西洋史
もしくは古典学に所属している方だと思いますが，日
本の大学の文学部には決して存在しえないであろう組
織で勉強するということについて話したいと思いま
す。イギリスの制度を全般的に話すことよりは，自分
が何をやってきたかという，限られていますけれども
自分の経験を話して，みなさんの留学もしくは博士論
文の執筆についてのヒントになればと思います。あと
は，自分なりに気付いたイギリスの大学院教育の特徴
について，そして，名古屋大学に何ができて何ができ
ないのか，まねできることがあるのか，まねすべきで
はないことがあるのかということを簡単にお話しした
いと思います。
　わたしは古代ローマ史を勉強しているのですが，
2003年７月から2007年４月まで４年弱を，年に１回
程度帰省しながら，ロンドン大学キングス・カレッジ
の古典学科 Department of Classicsというところで大学
院生として過ごしてきました。今日の話は，自らの経

験談を語るという方法で，イギリスに留学して勉強を
することが，そして博士論文を書くということが，ど
のようなものであるかというのを知ってもらえればと
いう趣旨のもとでお話させていただきます。留学した
のは2003年の夏からですが，なぜわたしが留学した
のか，そして留学への経緯を知ってもらうために，少
し時間をさかのぼって話を始めたいと思います。
　2000年に東大の大学院に入学したわたしを待ち受
けていたのは週に４コマから６コマ程度の専門の演習
でした。わたしの場合ですと，ギリシア史，ローマ
史，ラテン語，ギリシア語，あとは新約聖書学。その
くらい取らないと修了単位に満たないので，古典語講
読は学部と共通のものでしたが，それだけ授業に出て
いると自分の勉強ができる時間がなかなかない。週末
にちょっと勉強して，それで終わってしまうというこ
とがしばしばでした。そういう中で，先輩方，友人は
研究しているわけですから，自分の非力さを指摘され
てしまえばそれまでなのですけれども，やはり学期中
には，まとまって自分の勉強をする時間がない。多
分，名古屋大学でもマスターの１年生やドクターの１

年生は多かれ少なかれ似たような状況かと思います。
今から思えばとても勉強になったのですが，やりたい
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ことがあって大学院に入ったのになかなか勉強ができ
ないというのはストレスフルなことです。あとは，研
究書や史料がほとんどない。実際に修士論文を書くに
当たっても，イギリスに１週間程度滞在してコピーを
取ったり，調べ物をしないといけないという状況でし
たので，修士論文を書いて博士課程に上がったのです
が，自分が本当に正しいことをやっているのか，史料
を正しく読めているのか，というようなことは非常に
不安に思っており，外国で一から勉強したいなという
ような気持ちはありました。
　先ほど話したように，修士論文を書くためにイギリ
スに行った時に，図書館で勉強していただけではな
く，一度日本へ来たことがあるローマ史で有名なピー
ター・ガーンジィPeter Garnseyという先生に「今，修
士論文を書いてるのだけれども，相談に乗ってくれな
いか」とメールを出してみました。すると驚くべきこ
とに，「来ていいよ」との返事をもらって，ケンブ
リッジ大学の彼のオフィスまで行きました。彼は，こ
ちらの研究テーマを事前に伝えておいたこともあって
か，それに関係する本をあらかじめオフィスの机の上
に出しておいてくれたりして，つたない英語でちょっ
とやり取りをしました。日本だと自分の指導教員に会
いにいくのもちょっとはばかられるような感じでした
ので，そういうのとまったく逆の経験をして，「ああ，
これはすごいな。こういうところで勉強をしたら自分
もある程度モノになるのかなぁ」と感じました。
　もう１つ，私が所属していたのは，東京大学の総合
文化研究科，さらにその中の地域文化研究専攻といっ
て，教養課程で外国語を教える先生方の研究組織でし
た。そこの大学院生も語学の教師としてどこかの大学
に就職することがほとんどなので，ほとんど全員が数
年間，長い人だと６，７年外国に留学します。先輩方
がどんどん留学していって，友人たちが修士論文を書
きながら留学の準備をしているのを見て，自分も留学

したほうがいいのかなと感化された面もあります。
　留学の直接のきっかけとなったのは博士課程の１年
目の終わりぐらい，2003年の１月に，僕が留学した
ロンドン大学キングス・カレッジのシャーロット・
ルーシェCharlotte Roueché先生という，小アジアのカ
リア地方のアフロディシアスという遺跡のギリシア碑
文の研究で有名な方が来日したときです。講演会のあ
とにレセプションがあって，自己紹介をしたり，させ
られたり，ちょっと話をしたりということがあるので
すが，その際に自分がローマ時代のエジプトのパピル
スを読んでいること，英語圏に留学したいと考えてい
て，ロンドンも選択肢に入っていることを伝えると，
彼女は急に態度がよくなって自分の大学を宣伝し始め
たわけです。さらに次の週に別の講演会で会った時に
はもう，「あなたの指導教員は決まったから」，「もう
メールで連絡して，その先生も面倒を見ると言ってい
る」とまで言ってもらったんです。なぜかというと，
彼らの本音としては外国人の留学生がほしくてしょう
がないんですね。外国人留学生の学費がとても高いの
で，留学生は奨学金付きだろうが，私費であろうが，
貴重な収入源になるので望ましいのです。
　その時は社交辞令かなとも思ったのですが，３月に
自分の調べ物を兼ねてロンドンに行ったときに，指導
教員となることになるジェーン・ローランドソン Jane 

Rowlandsonと，副指導教員となったドミニク・ラズ
ボーン Dominic Rathboneという方に，前もってメー
ルで送っておいた修士論文の英語の要旨をもとに，イ
ンフォーマルなかたちですがインタビューというよう
なことをしました。イギリスの大学院はどこも博士課
程に入る場合には，インタビューというのがあって，
電話で話す場合もあれば直接話す場合もあるし，メー
ルだけで何とかなる場合もあるかもしれませんが，そ
のときに自分が何をやってきたのか，どのぐらい英語
ができるのかというようなことがインフォーマルなか
たちであれチェックされるようです。それで５月に願
書を出しました。出願する時，TOEFLとか IELTSと
か具体的に英語の能力について点数が出る何かが必要
で，その成績はあまりよくなかったのですが，条件な
しで合格しました。条件あり合格というのは夏の間１

カ月なり２カ月なり語学コースに通うことが義務づけ
られます（これもおそらく大学の貴重な収入源となっ
ていると思います）。語学コースはいいから入学して
いいよという合格通知をもらったものの，それでも不
安だったのでロンドン大学の別のカレッジに当たる
SOAS（School of Oriental and African Studies）という
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ところで，２カ月間英語を勉強して正規課程に入りま
した。
　先ほど東京大学の説明として周藤先生が，「違う大
学として駒場と本郷キャンパスがある」と言われまし
たが，ロンドン大学もそうでして，20あまりの総合
大学と単科大学から構成されています。キングス・カ
レッジは総合大学です。聞いた話だと教員二千人，名
古屋大学は何人ぐらいですか？（司会：1800人です。）
おそらく名古屋大学と同規模の大学として存在しつつ
も，それはロンドン大学の一部でしかないわけです。
人文学，法律，医学，看護学，理工学，社会科学の学
部などを持つ１つの総合大学といっていいと思いま
す。このような大学がいくつか集まって，たとえばも
う１つ有名なのはユニヴァーシティ・カレッジ
University College（略称 UCL），これもキングス・カ
レッジと同規模もしくはより大きな規模の総合大学だ
と思いますが，そういうような大学から成り立ってい
るのがロンドン大学です。こういう総合大学だけでは
なく，単科大学，たとえば経済学では有名な LSE

（London School of Economics）という経済学・社会科
学に特化した大学もあります。もちろん UCLやキン
グス・カレッジにも経済学科があります。非常に重層
的でわかりにくいんですが，例えて言えば，名古屋市
内にある大学全部が名古屋大学であるようなもので
す。それぞれの大学が入試をやる，課程を編成する，
卒業要件を出すけれども，卒業する際には名古屋大学
卒業として学位をもらうわけです。
　キングス・カレッジの古典学科ですが，今の時点で
のスタッフは30人弱います（www.kcl.ac.uk/schools/

humanities/classics/staff）。これはギリシア・ラテン文
学，ギリシア・ローマ史，ギリシア・ローマ考古学を
併せたスタッフで，ほかの時代の歴史，つまりヨー
ロッパ史は歴史学科 History Departmentというところ
にいます。あとはギリシア・ローマ哲学の専門家は哲
学科 Philosophy Departmentにいて，また軍事学科War 

Departmentにはギリシア，ローマの戦争の専門家がい
たりします。そんなわけで，キングス・カレッジでギ
リシア・ローマ学をやっている人はおそらく30人強
いると思います。名古屋大学文学部は教員が併せて何
人いますか？（司会：助教も入れて60人です。）だか
ら１つの分野で名古屋大学文学部の半分の数のスタッ
フがいることになります。西洋史にあたる歴史学科で
は，中世史４人，近世史７人，近代史10人強のスタッ
フがいて，やはり大規模な組織になっています（www.

kcl.ac.uk/schools/humanities/history/about/staff/period.

html）。そして古典学科の場合，学部だけだと定員は
一学年60人ぐらいなので，教員と学生の人数比には
驚くべきものがあります。
　ただ30人弱いる古典学科の教員の中で全員が教壇
に立っているわけではなく，全員が常に教えているわ
けではないというのが注目すべきことだと思います。
学部教育は非常に制度化されてしまっていて，特定の
教員の専門分野に関係した科目だけが開講されている
わけではありません。だれでも教えられそうな科目か
ら構成されている，もしくは用意された科目を何であ
れ教えられる人しか採用しないというようになってい
ると思います。現時点では，あるローマ史の常勤のス
タッフは，リーバーヒューム財団からシニア・リサー
チ・フェローLeverhulme Senior Research Fellowという
外部資金を獲得して，３年間研究休暇をもらって，
2005年から2008年まで研究に専念することになって
いて，少なくとも学部の授業はまったくやっていませ
ん。資金援助をするリーバーヒューム財団は何をして
くれるかというと，彼に多額の研究費を出すわけでは
なく，学科に彼の代わりの講師を雇う人件費を出すの
です。彼の代わりに教えているのは，おそらくわたし
よりも若い20代後半くらい女性の方で，博士論文を
書き終わる直前に３年間の任期付講師になりました。
彼女は共和政期ローマの経済史を専門としています
が，それとは関係のない授業をやっています。このシ
ステムが日本の研究助成金と大きく違うところは，研
究助成をもらうことで一人分のポストができるという
ことです。研究書は研究所が買ってくれるから買う必
要がなく，イタリアやギリシアに行く場合も大してお
金もかからないという条件もあるのでしょうけれど
も。このように，もちろん博士課程の学生の指導はし
なければならないとしても，優秀な先生が実は教壇に
立っていないことがしばしばあります。またこのシス
テムは，博士課程を終わるくらいの人にはキャリアパ
スとして有効に機能しています。この任期付講師の方
は，いつも教えていて大変だと言っているんですけれ
ども，何もしないで３年間過ごすよりは，教歴を付け
たほうが次の仕事にもつながります。お話ししたよう
に学部の教育では幅広く教えられないといけないの
で，専門外のテーマでの教歴を付けるということが，
多分キャリアアップというか常勤職を得る際に重要な
んだと思います。今，研究休暇をもらっている人自身
も，かつては任期付講師として古典学科に入って，働
きが良かったからそのまま常勤に格上げというふうに
なりました。日本の場合，働きがいいからポストを１
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つふやそうなどということは，とてもではないけれど
考えられないと思いますが，そのようにキングス・カ
レッジの学科は組織されています。
　ロンドン大学では，西洋古代史・西洋古典学を勉強
できるのは，キングス・カレッジだけではなく，先ほ
ど少しお話しした UCL，ユニヴァーシティ・カレッ
ジ，そこはギリシア・ラテン学科 Greek and Latin 

Departmentと歴史学科に分かれてしまっていますが，
そして，もう１つロイヤル・ホロウェイ・カレッジ
Royal Holloway Collegeの古典学科があります。学部
の段階ではどこに入っても受ける授業は同じようなも
のだと思います。それは基本的に修士課程（Master of 

Arts; MA）に入っても同じだと思います。日本の大学
ではすでに修士課程から半ば個人研究をやるところだ
と位置付けられていると思いますが，イギリスは１年
間だけで，授業が主体になります。修士論文は最後の
３カ月間で書きます。ロンドン大学全体で組織される
古典学の修士課程（www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/

classics/fma/index.html）は，文学研究を主とする古典
学 Classics，美術・考古学 Art and Archaeology，古代
史 Ancient History，古代末期・ビザンツ研究 Late 

Antiquity and Byzantine Studiesといった各コースに分
かれており，修士号もそのコースの名前を付したもの
が与えられます。コースによって選択できる授業科目
に制限があって，授業の内容も専門性が高くなってき
ます。取らなければいけない授業は３つあって，課題
のエッセーを書いたり，もしくは古典語の勉強をして
いると，それだけで新学年の始まる９月から６月ぐら
いまで過ぎさってしまうそうです。その後，夏休みを
かけて修士論文を書くというような仕組みになってい
ます。
　授業のいくつかを紹介すれば，たとえば古代史コー
スの学生の必修科目である「古代史史料・方法論」
Sources and Methods in Ancient Historyというのは輪講
になっていて，それぞれの先生が専門的に扱っている
史料，研究テーマについて話します。ただ年によって
オーガナイズされていないときがあったり，また他の
コースであれば３つの授業全てが自由に選べるのに，
古代史の場合はこの科目が必修のために選択できる授
業が２つになってしまい，学生の中に不満をもつ人も
多いそうです。古代史の授業だけでもギリシア語碑文
学，ラテン語碑文学といった史料研究やギリシア前古
典期・古典期の社会経済史，ローマ帝政初期の文化と
いったテーマ史が10科目以上開講されていて，古代
史コース所属でも考古学にも興味があったら考古学の

授業を取っていいわけで，その中から２つ選べといわ
れても難しいし，さらに履修せずに聴講だけすること
も許されるわけですから，面白そうな授業に顔を出し
ていたらあっという間に自分の時間がなくなってしま
います。
　ただ僕が知りえた範囲では，思ったより授業のレベ
ルは高くないです。個別のテーマを扱う場合は，どう
いう史料があって，どういう研究史があって，どうい
う事が言えるのかというようなことを先生が講義で話
していくかたちを取っています。もっとも学生が発表
をすることもありますが。一方，史料研究となるギリ
シア碑文学の場合だと，毎年読む碑文が決まってい
て，今週はあれを読んで，来週はこれを読んでという
感じで，１年間で何十枚か読んで，ギリシア碑文とは
こういうものかということが大掴みに分かるようにで
きています。授業では知識の伝達に重きを置いてい
て，学生は個人的に好きな事を勉強して，それをエッ
セーのテーマにして先生から個人的にフィードバック
をもらって仕上げていくシステムになっているようで
す。授業の評価は，試験のものもありますが，テーマ
史の授業は基本的にはエッセーでなされて，3,000か
ら4,000語の論文を３，４本書きます。ただ日本の大
学院生が書かなければいけない研究論文と違って，お
そらく学部のレポートに近いかたちだと思いますが，
それを書いていきます。授業に出席することやそこで
話されることは大したことはないけれど，エッセーを
書くのが大変というのが，修士課程をやっていた友達
の大半の意見です。僕も１年目の終わりにシャーロッ
ト・ルーシェ先生に，「授業をいくつか聴講している
けれども，思ったよりレベルは高くないね」と言った
んですが，そうしたら，「イギリスでの勉強は個人指
導と自習が中心だから，授業自体は最低限のレベルの
補強程度である」と返事をもらいました。できる人は
勝手にやってください，できない人はちょっとサポー
トしますよというような趣旨のことを言っていたと思
います。おそらく博士課程に入らずに，イギリスへ短
期留学するとなると，修士課程に入るか，聴講生のよ
うなかたちで行って修士課程の授業を好きなだけ取っ
て，もしくは好きなだけ取らないで自分の勉強をする
か，ということになると思います。
　博士課程になると，授業に参加することはもちろん
いいのですが，先生の許可を取ってからというふうに
なります。僕は博士課程として入って，授業もいくつ
か出たいものだけ出させてもらったんですが，成績で
評価されないので忙しかったら休んでもいいし，かな
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り適当にやらせてもらいました。博士課程に入るとな
ると，どういう授業を取るか，どこのカレッジに所属
するか，ということはどうでもよくなってきます。誰
を指導教員とするかで，すべてが決まると思います。
というのは博士課程というのは授業を取る義務は一切
なく，指導教員の個人指導を受けながら論文の完成を
目指すものだからです。そのため，博士課程というの
は適切ではなくて，研究学生 Research Studentという
のが適切だと思いますが，博士課程では３年間の標準
年限で10万語以内の PhD論文を書くか，もしそれが
書けなかった場合，MPhil （Master of Philosophy）論文
という６万語程度の論文を２年間の標準年限で書きま
す。ただキングス・カレッジの場合は，そして多くの
イギリスの大学院の場合もそうでしょうが，まず PhD

論文の執筆を目指します。何らかの事情，時間の関
係，お金の関係，能力の関係で PhDが取れない場合
には，MPhil論文の提出を認めるということになって
います。
　博士論文を何本書かせるかというのはおそらく大学
評価と密接に関わってきます。僕は１年目の最初に大
学院生の新入生ガイダンスに出ましたが，修士課程の
人と一緒のガイダンスでは，「楽しく勉強しましょう
ね」というような感じだったんですが，そのあと博士
課程の新入生だけ20人ぐらい残って講堂で話をした
時，「君らは博士論文を書くのが仕事だから，絶対３

年間で書くように」と念を押されました。これはなぜ
かと言いますと，イギリスの大学評価というのは学科
単位で行われるのですが，そこでスタッフ個人の業績
と併せて，入学して４年以内にどれだけ博士号を出し
たかが評価されます。５年目に入ってしまうと評価対
象にならないのか，何が何でも４年で出させたいとい
うのが大学側の思惑のようです。キングス・カレッジ
にはその傾向が強い一方，たとえば UCLの歴史学科
は鷹揚なようで，ほかで点数が稼げるからなのか知り
ませんが，５年以上かけて博士論文を書く人が多いで
す。博士論文を何本出したかというのも大事なんです
が，奨学金を持っている人の場合だと重点加算される
というようなことがあるそうです。あとは留学生の数
も評価の対象になるそうです。留学生の数は，国際的
な評価の指標とみなされるわけです。
　大学評価 Research Assessment Exerciseというのは，
基本的には先生方の業績評価です。前回は2001年
（www.hero.ac.uk/rae）に行われて，次に2008年にやる
ようです。数年ごとに行われ，その間に発表した論
文，著作を４点提出します。４点の業績がなければ，

その人はアクティブに研究をしている教員とはみなさ
れないので，評価から外してもらった方がいいそうで
す。そのような研究活動を行っていると見なされるス
タッフが何人いて，その研究の質はどうなのかが評価
されます。そのほか，何人学生が入って，きちんと博
士論文を書いて出て行ったのかというようなところが
評価されています。2001年の評価では，１から５段
階評価で，さらに５の上に星印が付く場合があって，
この評価でその先数年間の学科の予算が決まってきま
す。この評価をどうやっているかというとイギリス国
内，国外から研究者の集団を集めて，提出された一人
当たり４部の業績を全部読んで点数を付けるそうで
す。膨大な時間と労力がかかって，これはもうやめよ
うというような話も出ているようです。研究成果の実
用性も評価基準になるかもしれないということが
2006年末か2007年初頭の新聞に書いてありました。
もちろん人文学や基礎科学はまた違った基準が使われ
るようですが，とにかく評価のやり方も変わってくる
ようです。この評価で，古典学・古代史は，ビザン
ツ・現代ギリシア研究とあわせて評価されています
が，この分野を勉強できる大学はイギリスの中でそう
多くはなく26校です。でもアクティブなスタッフの
数だけでも，どこの大学も10人以上はいて，かなり
大規模になっています。新しい大学には古典学はない
でしょうから，おそらく伝統があり大規模な大学にし
か古典学がないのではないか，ということもあると思
います。
　この評価と関わってくる面もあってか，博士論文は
きちんと書いてくれと言われます。博士論文を書かせ
る，もしくは書くというのは難しい作業だと思いま
す。１つは学生が頑張るように動機付けを与えて，も
う１つは外部からどんどん締め付けを与えます。名古
屋大学の博士課程は単位制に移行する方向だそうです
が，キングス・カレッジの場合は年度末に毎年論文を
書いて，博士論文全体の構想と一緒に提出しないとい
けません。論文に関しては，１人の学生に２人の指導
教員がつくのですが，そのうち副指導教員が読んで
チェックします。そして学科内のリサーチ・コミッ
ティとの面接があります。論文を読むのは副指導教員
だけなんですが，面接では「あなたはこういう研究計
画を提出したが，本当に終わるのか」と。「３分の１，
終わってしまったよ」，「３分の２，終わってしまった
よ」，「もう終わるよ」ということ言われて毎年締め付
けられるわけです。
　どのように博士論文を書いていったかについては，



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 2Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 2

134

自分のことに即して話していきたいと思います。僕の
博士論文は「紀元２世紀テプテュニスの家族，経済，
社会 Family, Economy, and Society in Second-Century AD 

Tebtunis」というタイトルでエジプトの社会経済史で
す。テプテュニスというある村の１世紀間の経済状
況・人間関係を，活字になったパピルス文書を何百枚
か読んで，再構成しました。もともと家族史とローマ
期のエジプトをやろうと留学前から決めていたんです
が，そこからなぜキングス・カレッジで博士論文を書
くことになったかというのは，自分の関心に近いこと
をやっている研究者がいたからです。ローマ期エジプ
トの家族史をやりたいという気持ちを持っていると，
行きたい大学はある程度限られてきます。僕が候補に
考えたのは，英語圏の大学だと５つぐらいしか思い浮
かばないのですが，そういう中でも専門家が２人いる
非常に珍しいところが，このキングス・カレッジで
す。正指導教員となったジェーン・ローランドソン
は，2004年に健康上の理由から，教育と行政から離
れて，なかば退職して，上級研究員 Senior Research 

Fellowという身分になっていますが，社会経済史を
研究しています（主著は Landowners and Tenants in 
Roman Egypt, Oxford, 1996）。僕の副指導教員になって
くれたドミニク・ラズボーンはやはりエジプトの社会
経済史を研究しています。（主著は，Economic 
Rationalism and Rural Society in the Third-Century A.D. 
Egypt, Cambrdige, 1991）。同じようなテーマの研究を
やっている２人の先生が１つの大学にいるというのは
極めてまれですが，戦略的に採用したわけではありま
せん。ローランドソンはもともとロンドン大学の別の
カレッジに就職が決まった直後に，その就職先の古典
学科の廃止が決まったので，キングス・カレッジに配
置換えになり，偶然そこにすでにラズボーンがいたそ
うです。２人ともほとんど同世代，博士論文の指導教
員も同じだったわけですが，仲良くしているのかと

思ったら，実はそうでもないようで，細かい研究の話
はほとんどお互いしないそうです。ですが，どちらの
意見を採るか採らないかは別として，その２人から指
導を受けるというのはありがたい事でした。とくに正
指導教員の意見というのは非常に重要でして，毎週会
うときもあれば，月に１回ぐらいしか会わないときも
ありますが，会ったら２，３時間雑談も含めいろいろ
話しました。１年目（2003/4年）というのは，「自分
はこういう事をやりたいんだけれども」と言って，
「じゃあこの史料を読んでみたら」，「この本を読んで
みたら」というようなかたちで話が進んでいきます。
で，次の週なり，少し経ったあとに，「感想はどう
だった？」，「どこまで読んだ？」というようなことを
言ってきたので，自分の勉強が進んで行きました。最
初に渡されたのがテプテュニス村のある家族の文書群
だったのですが，「これはいい勉強になるだろうから
読みなさい」と言われて，その後「これはおもしろい
ね」とかいろいろ言っている間に「この村にはいくつ
か家族文書と言われるものがあって，それを比較する
と何か言えるんじゃないか」というようなことを言っ
てきました。そのうちの１つの文書群はすでに修士論
文を書いた時に読んでいたこともあって，「そんなも
のかな」と考えて，とにかくテプテュニス村を対象と
して家族文書をいくつか読んでいこうと考えたのが１

年目のクリスマスぐらいでした。そうすると関係する
論文とかを探すわけですが，ここ数年で出た論文を読
むと，実は同じようなアイディアを考えている人は世
界に何人かいるようでした。そのような場合，日本に
いたら非常に不安なまま研究を進めないといけないの
ですが，僕の先生に「ある人が自分たちと似たような
ことを考えているようだけど」と伝えると，彼女はそ
の人にすぐメールを書いて，「あなたはこのテーマを
これからやるつもりなのか。学生にやらせるつもりな
のか。わたしの学生は始めようとしているが」と言っ
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てくぎを刺すわけです。本当にその研究を誰かがやっ
ているのかどうかの情報を入手しようとします。どう
いうネタがいい研究テーマになるかは，先生には分
かっていて，問題は誰がやるかということのようで
す。世界中で同じようなことを考える人がいるわけで
すから，自分の学生がやるということを早めにアピー
ルしておかないといけない。日本の場合は，そのよう
なことはなかなかうまくいかないのではないでしょう
か。
　１年目も終わるころに，「夏に学会があるからとり
あえず行ってみたら」と言われて，先生方も行くとい
うのでヘルシンキで開かれた国際パピルス学会という
のに行きました。概していえば，１年目は思い出した
くもないような嫌なことばかりでした。まず，英語が
何を言っているのかよくわからない。授業もそれなり
に出ていたけれど，英語がよく分からない時が多かっ
たですね。講義はそんなに難しくないのでいいんです
が，とにかく研究報告をやるセミナーは全くわからな
いということがありました。これは今もそうですが，
国際学会に行っても英語以外は何を言っているかよく
分からない。始まったことと終わったことしかわから
ない。一番嫌だったのはギリシア語の授業に出ていた
ときに，英語をよくしゃべれないアジア人が教室にい
ると思ってか，先生は最初の２カ月ぐらい当ててくれ
ないんですね。で，ある時友達がそのことを指摘した
ので先生が当てて，さほど難しくもなく予習もしてき
たので読めて，それ以降は当ててもらえるようになっ
たんですが，そういうさみしい思いもしました。あと
２年目が始まる直前の９月にエジプトに行ってきまし
た。自分が研究しているテプテュニス村は現在もフラ
ンスとイタリア隊が発掘をしているので，見学させて
もらおうかなと思って行ったわけですが，９月のエジ
プトというのはまだ暑くて過酷なところで，体調を崩
したりして，辛いこともたくさんありました。
　ただ１年目の真ん中の時点で，早くも年度末の審査
のために博士論文の全体の構想，目次など提出しない
といけなくなり，さらに奨学金を申請するに当たり，
自分の研究がどういうものなのかを，おもしろいと思
わせるようなものにして説明しなければならなかった
のは，いい経験でした。１年目で全体像が見えていな
い中，どうなるかわからない中で屋台骨だけはつくら
なければいけないというのは非常にいいことだと思い
ます。もちろんその通りにいかない人も多いのです
が，僕の場合は，おおむね最終的に出来上がったもの
の形を，ちょっと大風呂敷は広げていましたが，１年

目から考えられたというのはいいことでした。
　２年目（2004/5年）以降は，個別のトピックについ
て書いていきました。たとえば２年目にやっていたの
は「土地賃貸 Land Leases」という章で，何だかんだ
で１年近くかかってしまったんですが，その章，史料
を読んでは書いてというふうにやっていきました。ま
た，学科からの学生に課される義務として博士課程の
２年目には学科セミナーDepartment Seminarで話さな
いといけないというのがありました。そこで日本で書
いた修士論文の英語版を作って，「ローマ期エジプト
における兄弟姉妹婚 Brother-Sister Marriage in Roman 

Egypt」として報告しました。それ以降，友達やスタッ
フの僕への接し方というのは変わりました。こちらが
しゃべらない限り，何をやっているのか聞かれること
もないし，評価もしない。しゃべらない人はいてもい
なくても同じという雰囲気があることは，報告をやっ
てみて非常に感じました。
　あと２年目からは奨学金もいくつかもらえるように
なりました。海外研究学生奨学金 Overseas Research 

Student Awardsというのをとると，学費が３分の１ぐ
らいになります。今は学費も値上がってポンドも高く
なっていて，１年間で250万円ぐらいかかります。僕
が行ったときでも180万円ぐらい。海外研究学生奨学
金は，Universities UKというイギリス大学協会とでも
言えばいいのか，そこが管理する政府奨学金なんです
けれども，それをとると，１万ポンド程度の外国人留
学生の学費ではなく，EU圏内からの学生の学費，
3000ポンド程度，その額まで安くなります。あとは
学部から残りの学費相当額にあたる奨学金をもらえる
ことになったので，２年目と３年目は助かりました。
奨学金に応募して感じたのは，１つは古典学という学
問分野が持つ強み，ほかの文系の学問に対してはアド
バンテージがあるのかなということです。あと「文学
部は基礎科学だから強い，伝統があるから強い」とい
うようなことも先生が言っていて，そういう考え方も
あるのかと思いました。
　先ほどお話ししたように，２年目丸々かけて１つの
章を書き上げたわけですが，それを２年目の終わりに
書き直して，ジョージ・グロート・プライズ the 

George Grote Prizeという，ジョージ・グロートという
のは19世紀の有名なギリシア史家でロンドン大学の
先生でしたが，彼の名前を冠した懸賞論文に出しまし
た。先生に「それを取るのは名誉なことだし，将来履
歴書に書けるし，賞金も出るよ」と言われて応募し
て，もう一人受賞者がいましたが，僕も受賞すること
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ができました。博士課程の３年間は長いけれども，そ
の途中でこの懸賞論文のように短期でできてやる気を
誘うような何かを用意しているというのはいいことだ
と思います。
　３年目（2005/6年）になると，学科のセミナー，隔
週で行われる先生方や院生が報告するセミナーの司会
をやることになりました。これは非常に面倒でした。
イギリスのセミナーでおもしろいのは，司会者がまず
質問をしなければならないという暗黙のルールがあり
ます。考古学の場合は図面を見て話すから細かい議論
が分からなくても何か質問をひねり出せるんですけ
ど，文学の場合にはほとんど質問できなかったとい
う，くやしい思いをしました。文学ではなく歴史学を
ずっとやってきたので，やはりギリシア語・ラテン語
の力は，また外国人として英語の力は非常に劣ってい
るわけで，そこから何かうまく質問するのは難しかっ
たです。なぜ僕がこのようなことをやらされたかとい
うと，要は人手不足です。ほかの院生は３年生ぐらい
になるともう学内で非常勤講師として古典語か歴史を
教えているわけですね。僕の場合はちょっとその英語
では無理だろうということがあって，授業はやらせて
あげられないけれども，代わりに何かやれみたいなこ
とがあってセミナーの司会をやりました。大学院生が
授業で教える側として関わるというのは非常にいいこ
とで，キャリアにもなりますが，それでも大変だと思
います。共和政期ローマが専門で，帝政期のローマ史
を教えていたある友人は，「授業のせいでその１年は
棒に振った」とはっきり言っていました。そんな３年
目には，結局毎年チェックされたおかげもあってか，
論文の構成が固まってきました。あと2006年３月に
ベルギーのルーヴァン大学に，周藤先生とやっている
アコリスの調査についての用事もあったのですが，僕
と似たようなテーマを博士論文でやっている学生がい
るということがわかり，彼と話をするために行きまし
た。結局彼は今研究をやめてしまいましたが。
　３年目は研究を進めながら，書けた部分で，とりあ
えず口頭報告をできるところはしていくという方針を
とりました。日本と違ってイギリスでは，博士課程の
院生は，博士論文さえ書いていればよく，雑誌論文な
んて書くのは時間の無駄だと考える節があるようで
す。博士論文と雑誌論文は全く違うものだと考えられ
ているようです。規定で定められているかどうかは分
からないのですが，ロンドン大学の場合，公表してし
まったものは博士論文には入れられない。入れるとし
たら全体の中でどう組み込んであるのかを明確に指示

しないといけないらしいです。３年目が終わるときは
ライティング・アップWriting Upという身分への変
更がありましたが，それはもう博士論文の全体の草稿
ができていることが確認され，翌年の学費もわずかに
なり，博士論文を仕上げるだけという状態のことを指
します。最後の４年目（2006/7年）というのはひたす
ら机に向かって自分が何年か前に書いたものを見なが
ら書き直して，指導教員に読んでもらって，それが直
され帰ってきたらまた書いての繰り返しでした。
　すでに述べたように，毎年の年度末の審査のために
１章分なり，２章分なりを提出しなければなりませ
ん。これは普段話をしていない副指導教員が読みま
す。正指導教員にアイディアを見せる場合は，メモ程
度のものであっても，普段からいろいろと話している
から何となくわかってもらえてしまう。しかし副指導
教員の場合，用事があれば会いに行くけれども，全体
の構成などについてはあまり話していないので，副指
導教員に読んでもらうためには１つの論文として，つ
まり導入と結論をつけて，議論を進めないといけませ
ん。そのような形で執筆を続けていくということは，
いいことだと思います。毎年誰かに読ませる，もしく
は１年目から博士論文の章立てをはっきりさせるとい
うことは，１つのペースメーカー的なものになって，
３，４カ月でこの章を書ければいいかな，じゃあこの
１カ月間で関係ある史料を読めればいいかなというよ
うな短期的な目標が立てられるということになって，
非常によかったですね。
　４年目の11月ごろに今の仕事が決まって，何が何
でも３月末には博士号を取らなければならなくなった
のですが，キングス・カレッジが早く論文を書いて出
て行ってくれというような感じの大学だったせいか，
「それはいいことじゃない，もう早く書いて出て行っ
てくれ」ということになって，とにかく書いて提出し
ました。２月に提出して，３月にヴァイヴァVivaと
いわれる口頭試問がありました。これは学内，学外か
ら１名ずつの審査員を相手にするものです。学外から
はアラン・ボウマン Alan Bowmanという，僕の２人
の指導教員の指導教員であり，ローマ期エジプトの専
門分野では知らない人はいないという有名人に，もう
１人学内からはリチャード・オールストン Richard 

Alston，ロイヤル・ホロウェイ・カレッジの先生にお
願いしました。指導教員が審査にかかわることはあり
えず，むしろ逆に評価される側になるのではないで
しょうか。年度ごとの審査でも正指導教員と学生が，
副指導教員とその他のリサーチ・コミッティに審査さ
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れるという構図があるようです。学生の前では言わな
いでしょうけれど，もし何か不都合があったら「正指
導教員は十分に指導をしていないんじゃないか」とい
うようなやり取りが起こることもあり得ると思いま
す。僕の場合は口頭試問の場では大きな問題もなく，
問題といえば「タイトルと内容が合っていないんじゃ
ないか」ということで急遽タイトルを変えさせられた
ことと，英語が不自然であるとか表現に問題があると
いうことがあって，英語の全般的な直しというのを命
ぜられたほかは，博士論文としては水準に達している
とのことで合格しました。ただ公刊の可能性について
は，ポテンシャルがある，つまり修正しろということ
で，もうちょっと頑張らないといけません。
　以上，まとまりのない話でしたが，修士課程にせ
よ，博士課程にせよ，イギリスでの勉強の仕方は，僕
が留学する前に教わっていたあるイギリス人の先生が
一言でまとめた研究への考え方と通じるところがある
と思います。その人は，「一芸に秀でる研究者という
のは結局のところは多芸に秀でるんだ」，つまり１つ
のことをきっちりできる人はほかのこともできるだろ
うと言っていました。また彼は，「どの研究者も個人
としては非常に小さな仕事しかできない」というよう
なことも言っていました。だけど１つのことをちゃん
とやれば，他人のこともちゃんと評価できるだろう
と。話を飛ばし過ぎて，イギリスの経験論的な考え方
なのかなと言ってしまえばそれまででしょう。確かに
博士論文も非常に小さな点なのですね。何が勉強でき
たかというと日本の修士論文を書くときに学ぶことと
同じ，つまり史料操作のやり方，先行研究をどう消化
して，どう評価して，どう批判するかというようなこ
とかもしれません。僕自身も含めてイギリスでの博士
論文は，ヨーロッパ全般でそうなのかもしれないです
けれども，史料整理的な仕事が多い。ある時期のある
特定の史料に対して，それを徹底的にまとめる，もし
くはイギリスの場合だったらブリティッシュ・ライブ
ラリーにある写本の校訂などがあると思います。しか
しその過程で，博士論文は点なんですけれど，果たし
てそれが次にどうつながって行くのか。その点を別の
角度から見れば，また違うことが言えるのか。だれか
がやってきたテーマにどうつながって行くのかという
ことに気付くことが非常に大事だと思います。
　ただその研究史上有意義なテーマを選ぶことは，学
生１人でやるには難しいと思います。その際，指導教
員と十分に話し合う。もしくは指導教員がいきなり与
えるのではなく，これは指導教員の力量が問われると

思うのですが，研究史的な背景などを隠したまま，学
生が興味を示す史料や小テーマを小出しにしていっ
て，学生の関心が研究史上の流れと重なったところ
で，あなたの研究はこのような価値があるということ
を伝えられるかどうかが大事なのではないかなと思い
ます。あともう１点は，指導教員とその他の研究者の
ネットワークというものがどのように構築されていく
かというのが大事だと思います。指導教員がどんなに
優秀な学者であっても，やはり次に何が重要な論点に
なるかというのは幾人かの世界中の先導的な研究者た
ちの動きで決まっていく面もありますので，そこにど
れだけ関わっているのかということでしょうか。今，
留学を考えている方がいるとしたら，とにかくその存
在をアピールしなければいけない。修士課程以前の方
は交換留学などの制度に乗っかるかたちででも留学を
して，学生ならではの気楽さも持ちつつ，もちろん博
士課程も学生なんで気楽に行けるんですけれども，と
にかく存在をアピールしてください。
　名古屋大学として何ができるのかについては，１つ
は留学制度をしっかりつくることが考えられます。僕
が日本に帰ってきた理由というのは，もちろん仕事が
あったからですが，それと大学院生の方の多くがそう
であるように，学生支援機構（旧・日本育英会）とい
うところで奨学金を借りましたが，それは日本で就職
しない限り，返さなければいけない。これは結構な額
で，それをどうにかしなくてはいけないというのもあ
ります。要は首根っこを押さえつけられている部分が
あって（笑）。それと似たような仕組みがあってもい
いのではないでしょうか。優秀な学生がたくさん出る
のはいいことだと思いますが，留学したまま帰って来
ないと名古屋大学としては困るんじゃないかな。だか
ら何とか博士論文を出してもらうように，たとえば
「留学資金は多少援助できるけど，名古屋大学に博士
論文出して」と何かで恩を売って，名古屋大学に博士
論文を提出してもらうようにするとか。
　あとは長期的にやっても難しいかもしれませんが，
名古屋大学が個々の研究者，もしくは大学として国際
的な研究のネットワークの一部となって，現在進行中
の，さらに次にくる研究課題についての情報が入るよ
うな存在になる。しかし，こちらから何かを出さない
限りそういう情報は決して入ってこないというのがお
そらく学者の世界のきびしいところだと思います。こ
ちらから声を上げない限り存在は認知されない，いな
いものだと思われるというのを僕は学内での出来事で
あったとしても経験しました。サバティカルで１年間
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外国に行って図書館で本を読んでくるのではなく，日
本にいたとしても海外の国際学会になるべく参加して
何か発言するだけでも，外国人研究者の反応はかなり
違うと思います。もし名古屋大学が国際的なアカデ
ミックなネットワークの一部になろうとしたら，この
ように常勤の教員が頑張るというのがあります。学生
の存在をアピールするためには，外国人研究者がよく
来るのでその人を利用できると思います。その人に講
演をしてもらうというのが一番楽な方法でしょうけ
ど，どういう学生がいて，どういうことをやっている
のかをアピールするには，その研究者がある史料を
使って講演をするよりも，むしろその史料を学生に読
ませて，学生が何を言ってくるかというのを，やって
もらって，つまり自分の外国で普段やっている演習を
やってもらうといいのではないでしょうか。
　僕が最初に外国人研究者と英語でしゃべったのは，
ここ名古屋大学で，2001年にジャン・ガスク Jean 

Gascouさん（ビザンツ時代のエジプトの専門家）が
来たとき，僕はつたない英語で何をやっているかを自
己紹介しました。そうしたら彼は僕が何をしゃべった
かを理解したことを示すかのように，周藤先生に「こ
の学生はこういうことをやっている」と説明してい
て，「ああ，僕の英語がかろうじて理解できたことを
アピールしているのかな」と思いました。まあ，その
時のことは思い出したくもないですけれど（笑），と
てもつらい思いもしました。それでも，いきなり外国
人の研究者のところに会いに行く方が大変なので，専
門が違っても外国人研究者が来たら，その方が報告し
たかったらしてもらってもいいけど，大学院生が10

分間，自分が何をやっているかというのを話してみる
というのはどうでしょうか。そうすると意外と「ああ
いうものを読んでみたら」というレスポンスがあるか
もしれないし，留学への手がかりとなるかもしれませ
ん。
　その他，常勤の教員については，諸々の制約もある
でしょうけど，ある程度確実に業績が出せるような何
らかのプロジェクト，研究に役立つツール・データ
ベース作成，もしくは史料校訂といった作業を４年単
位ぐらいのプロジェクトで何かできるといいのかなと
思います。そうしてプロジェクトのテーマと個人の関
心をうまく合わせることによって，修士論文であれ博
士論文であれプロジェクトの一部として機能するとい
うのが考えられます。それによってリサーチ・アシス
タントなどでお金が出るかもしれない。僕が知る限り
ではベルギーのルーヴァン大学は，そういうプロジェ

クトをやっていて，パピルス関係のデータベースを
作っています。そこの学生は，週３日はそのプロジュ
クトのため史料読み・データ入力をやっていて，残り
は自分の史料を読んでいて，どちらも自分の勉強に
なっているそうです。プロジュクトの方でも論文は書
けるし，お金ももらえるというようなことになってい
る。イギリスだと，あるプロジェクトに付いた予算を
元にして，それに関係するテーマを研究できる学生を
公募して，給料を出すということがあります。しか
し，そのような研究プロジェクトをやると教員の負担
が非常に大きなものになるでしょう。そのプロジェク
トの管理をしながら大学院生の面倒を見て，学部の講
義・演習をやりつつ，一般教養の講義もやるというの
は物理的に不可能だと思うので，博士課程の院生やポ
スドクをどのように教育，もしくはプロジェクトに関
わらせていくのかをはっきりさせるべきでしょう。
　大学院教育に関しては，イギリスでは修士課程と博
士課程は全く違うといいましたが，日本の大学という
のは修士課程の人から博士課程のもう籍が抜ける人ま
で１つの机で同じ史料，同じ研究文献を読むというこ
とがあります。これはこれで非常にいいことだと思い
ますが，そこまでやらなくてもいいんじゃないかなと
いう気もします。学部で何を勉強したいのか，させた
いのか，修士で何を勉強して何ができればいいのか，
博士課程に通ってどういう博士論文を書くのが一番い
いのか，それとも授業にたくさん出続けることがいい
のかを，明確にしていくといいのではないかと思いま
す。はっきりした答えはないです。自分の研究をやり
ながら，いろいろな授業に出ていろいろ知っていくの
はいいけれど，やはり時間や能力に限りはあります。
もちろんどの大学でも博士論文は提出させる方向にあ
ると思いますが，とくに博士論文を書くことに頑張ら
せるのか，授業はしっかり受けさせて博士論文も書け
たらいいねという感じでいくのか，今後どういう形で
行くべきなのかをはっきりさせるかについて僕には分
かりません。
　若い学生のみなさんは，どういうかたちであれ一
回，外国に留学なり，１週間であれ２週間であれ遊び
に行ってきたらいいと思います。それで例え読めなく
ても博物館や文書館に行って碑文なり，「これは活字
になっていないと読めないな」という文字を見てく
る。何か英語で１段落自己紹介文を書いてどこかの先
生に送ってみるのもいいでしょう。おそらく驚くほど
いい確率で返事が帰ってきます。まず「何だ，こい
つ」ということで返事はくるはずです。忙しいからと
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いって無視されることはほとんどないんじゃないかと
思います。で，一回存在を知ってもらえれば，イギリ
スの場合，留学を能力的に断られることはほとんどな
いと思います。もし今これから大学院へ行こうかなと
思っている人たちや，そうでなくても西洋史を勉強し
て社会に出る方々，ヨーロッパのことを勉強する方
は，やはり一度，現地の研究者と話してみるといい経
験になると思います。大学の先生って学部生のときは
「非常に優秀で，いろいろ知っているなあ」と感じら

れて，ありがたい存在なんですけれども，やはりその
先にあるネットワーク，もしくは活字にならない世界
というのがまだまだあるので，学部生の段階でそうい
うのを知るのは早いと思うんですが，もし博士課程に
行くつもりで修士課程にいる方がいたら，そういう世
界もあるということを，日本で文献を読んでいるだけ
ではわからない世界を知っていただければと思いま
す。以上です。

　司会：はい，どうもありがとうございました。いろ
いろ盛りだくさんに詰め込んでくれて，僕も耳が痛い
ところもたくさんありました。時間があまりないの
で，どんどん質問，感想等を言っていただければと思
います。
　Ｑ：１つお聞きしたいのは最後のほうで少しお話が
あったんですが，英国で博士号を取ってきたとして，
最近わたしの知り合いが外国に行って学位を取って
帰ってくるという例を聞いていると，果たして日本の
大学院の将来になるんだろうかと。ほとんど予備校の
ようになっているじゃないだろうかと思ってしまうん
ですね。そういう流れは止めるべきなのか，止められ
るのか，止めなくていいのか，どうお考えかを聞かせ
ていただきたいです。
　Ａ：僕は研究者としてはとくに日本人で固まる必要
はない，古代史の専門家としては日本人だからといっ
て国内で固まる必要はないと思います。外国でおもし
ろいプロジェクトがあって，日本から個人で研究費を
取ってきて参加できるんだったら，そちらに混ぜても
らえばいいのかなと思います。結局，日本の西洋史で
よく言われるのは比較史なんですよね。日本人の視点
で外国史を見る。それはいいとは思うけれども，やは
り若い人は難しいし，とにかく史料を読むことがおも
しろい時には出来ないと思います。実証研究をやると
きは外国史とかいうのは関係ないと僕は思うんです
ね。研究者としては個人として英語圏であれ，フラン
ス語圏であれ，ドイツ語圏であれ，何らかの研究の
ネットワークに関わっていければいいとは思うんで
す。日本で仕事をしている以上，日本語でも書かなけ
ればいけないけれども，日本語だけ書いていればいい
というものではないと思います。あとは西洋史研究者
がもし日本人として西洋史をやっている強みがあると
したら，似たような日本史，東洋史の事例を紹介でき
ることではないかなと，それは自分のフィルターを通

しても通さなくても。もちろん自分で比較史だと言っ
て研究してもいいけれども，外国人には「日本では似
たような事例がこうあります」との紹介にとどまるだ
けであったとしても。やはり比較史を究極的に日本人
研究者のやるべきことだとしたら，僕自身のことを考
えても西洋史研究者は，日本史，東洋史のことをあま
りに知らなすぎるのではないかと思うので，日本国内
で何かをやる場合は，自分は特定の時代と地域の専門
家だからというよりは，たとえば自分は農業史をよく
知っているからとか，家族史をやっているからという
かたちでテーマ史を軸にした枠組みをつくり，提示す
るというのが大事じゃないかなと思います。質問の答
えにはなっていませんが，日本の大学院は，僕が言っ
たようにテーマ史としての比較史をこちらから発信で
きるプロジェクトを同時進行でいくつかできるような
研究大学院になればいいとは思います。ただ，それは
現行のスタッフの配置から無理だと思うんですね。ま
た，今は頑張っても次の先生で全くカラーが変わる可
能性もあるのでそこは難しい。次に来るであろう方が
必ずしも同じ路線とは限らないし，同じことをやって
いてもしょうがないというのはあるわけで……。
　司会：今日はイギリスの大学の最近の変化の話もあ
りましたけれど，日本の大学もものすごい勢いで変
わっていると思うんですよね。今年から後期課程の人
への30万円の無償貸与が始まり，僕が心配している
のは，この調子で行くと博士後期課程の学生はお金が
余って，余って，もう使いようがないんじゃないかな
と思うような状況になってしまっていて。これは上か
ら下りてきているんですね。高橋さんは2007年４月
から日本学術振興会の特別研究員ですが，発端として
はこれからですよね。普通の大学に就職して大学の先
生になるよりもずっといい給料を毎月もらえると。そ
れが今博士後期課程に下りてきて，それほどではない
けれどある程度の額が支給されるようになって，この
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先どこまで下りてくるのかわからないですけれども，
いろいろ制度的に変わってきているというのはあると
思います。その上で長尾さんが指摘したような問題の
件がどうなるのかというのは誰にもわからない。僕は
個人的には研究というレベルでは日本も何もないと思
います。ただ一方でやはり大学という場，高等教育機
関を通して，自分の専門分野，ギリシアとかエジプト
のことを講義していかなければ，学部生とか，さらに
は高校生とか，そういった人に何も伝わらない。だか
ら研究の国際化，高度化というのはいいのだけれど，
あまり一挙に全部がそこへ行ってしまうと，その次の
世代に大きく断絶するんじゃないかなという危惧を
持っているんですよ。つまり僕の先生たちに当たる人
は，そんなに国際的に活躍しなかったかもしれないけ
れど，きちんと古代史はどういうものなのかというこ
とを教育してきたことは疑い得ないと思うんですよ
ね。これがなくなると，僕らの世代の研究者がみんな
研究だけに専念してしまったら，次が怖いという。
　Ａ：全員がというわけではないだろうけど，年齢的
にいつまでも一線に立っていくのは難しいと思いま
す。ある程度の年齢までは実証研究者としてやってい
けるけれども，いずれ研究を続けるとしてもプロジェ
クト・オーガナイザーに移行していかないといけない
んじゃないかなと思います。個人によると思うけれ
ど，一生，実証が好きでたまらないという人はいるの
かな。わからないんだけれど，ある程度の年齢，もう
教授とかになったら，研究の一線でやりたい人はやり
つつも，ある程度の組織，もしくは社会に対して，使
命というかたちで何らかを還元するほうに移行してい
くというふうにならざるを得ないのではないかと思い
ます。
　Ｑ：中世史の観点からどうこうということはないの
ですが，先程話を聞いていて，やはり心配というのは
高山博先生の『ハード・アカデミズムの時代』の最初

に載っていますよね。日本で博士課程を取っても，も
うある意味，無意味であると。たしか……，
　司会：ロイヤルホストだよ（笑）。
　Ｑ：ウェイトレス，ウエーターになっているんです
よね，高山先生の話だと（笑）。それは今後大学がど
ういう人を大学の講師，准教授として取っていくかと
いう制度自体の問題にもなると思うんですが，一方で
研究と教育という観点では，逆に周藤先生にお聞きす
ればいいのかわかりませんが，名古屋大学が１つ前面
に出している教養教育院と高等研究院という２つ。こ
こで教授になった方々がどちらに重点を置いて名古屋
大学に貢献していくかということになると思うんです
が，そういうことを名古屋大学は打ち出しているのか
なという気はするんですが，どうなんでしょう。正直
なところうまく機能しているかどうかって僕はよくわ
からないんですが，どうなんですか？
　司会：それはほとんど機能していない（笑）。なか
なかやはり教育と研究というところで，日本ではそう
は切れないというのが基本的な考え方だし，その高等
研究院というのが学内措置にとどまっているのは，そ
ういうところに理由があるんじゃないかと。ちょっと
立場上いろいろ困るというか，本当に考えさせられて
しまいますね。
　Ｑ：学部の２年ということですごく今日は背伸びを
して来させてもらっているんですけれど，いろいろ話
を聞かせてもらってもまだなかなか想像がしきれない
世界ではありました。今日，聞いていてパッと思った
のは，確かに自分の研究をやるというのは非常に人と
のつながりというか，どういう人に指導していっても
らうかが非常に大事だということが１つ分かったの
と，人と人との接触をするときに，どうしても自分か
ら声を上げていなければいけない。だから今日僕がこ
ういうふうに背伸びさせてもらったわけなんですけれ
ど，こういうふうな会合，自分が出られるよう会合に
できるだけ出て行ったほうがいいのかなというのも少
し感じました。できるだけいろいろなものに参加して
行く，海外に出て行くということがやはり必要なのか
なと思いました。
　司会：せっかくだから２年生，一言ずつ自己紹介も
兼ねて。院生には顔なじみの人もいますが，古典の人
はそうでもないですから。
　Ｑ：取り合えず今はまだ講義を聞くのが精いっぱい
のような状態なので，自分の研究というのがぴんと来
ない感じなんですけれど，これから論文を書いていか
なければいけないのでいろいろとがんばって，今日の
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ロンドン大学キングス・カレッジ古典学科での学位論文指導

お話は，やはりいろいろ行動を起こしていかないと受
け身ではダメなんだなというふうに感じました。
　Ａ：今日も周藤先生が出ろと言ったんですか？
　司会：（笑）命令したわけじゃないよ。
　Ａ：僕だってさっき話したけれど，ジャン・ガスク
さんのときだって「来い」というメールが周藤先生か
ら来て，それで行って，ちょっと屈辱的な目にあった
けれど（笑），そういうのがなかったら今の自分はな
かったと思います。何だって嫌なこと，やりたくない
ことばかりなんだ。昨日と違うことをやるのは人間に
とって苦痛なんだよ，どんなに若くても。ただそこ
を，学生だからだれか命令してくれる人がいて。僕と
かもうちょっと上の先生になってしまえばだれも命令
してくれないわけだから，自分で考えて動かなければ
いけない。それは非常に大変なことであって，だれか
言ってくれる人がいる間に何かやると非常にいいと思
います。
　Ｑ：わたしはまだ進路をかなり迷っている状態なん
ですけれど，今回名古屋大学の大学院の事情も知らな
くて，さらにイギリスのほうの事情も入ってきて，
ちょっと混乱しているんですけれども，すごく勉強に
なりました。
　司会：いや，大丈夫だよ，イギリスの政策が日本に
輸入されるんだよ，だんだん（笑）。イギリスでそう
やって何年で出せなんていうことを言うから，日本の
課程博士論文も３年で，となるんだから。国際社会と
いうのはそういうものなんだよ。
　Ｑ：あと，聞いていて指導教員とつながりが深いな
と思ったんですね。人と話すことでアイディアを見い
だしていくのもすごく大切なんだと思って，教員に積
極的に話しかけていくとか，先輩でも取り合えず身近
な人にどんどん話してアイディアを得たいなと思いま
した。
　Ａ：大学院生ぐらいになると他人の批判は簡単にで
きるようになるんです（笑）。自分の研究はなかなか
うまくできなくても，人に難癖を付けることだけは得
意になっていくので，先輩方を是非使ってください。
　Ｑ：わたしは古代史をやるかどうかはまだ決めてい
ないんですが，今日の話でおもしろいと思ったのが，
日本の大学，名古屋大学とイギリスの大学の研究方法
がすごく違うなと思って，名古屋大学で勉強している
とやはり外国がどういうふうにしているかもわからな
いし，イギリスのロンドン大学では担当の指導教員と
しゃべったり，勉強したりとか，講義のやり方も全然
違ったりして，そういうのがすごく勉強になったと思

います。
　Ａ：そうですね。卒業した大学のことしか大抵わか
らないですからね。
　司会：こんな話をするだけでもほかの大学よりまだ
名古屋大学はましでしょう（笑）。普通はよその国の
大学のことなんて多分知らないままだよね，大学院生
になったって。古典の人たちはどう？
　Ｑ：１つ質問があるのですけれども，高橋さんが英
国に留学するとき，あるいは留学して，東大で博士号
を取るという選択肢があったのですよね。イギリスで
PhDが取れるかなと思い始めた時点とか，どちらで
取るか決心をした経緯とかを。
　Ａ：僕は最初２年間のつもりで行ったんですね。で
も２年間だと向こうで学位は取れない。そこで，専門
分野，パピルス学の演習に出てみてどういうものかを
知る。そして博士論文のテーマを決めて日本に帰って
きて出そうと思っていたのです。それが変わったの
は，奨学金が取れたことで向こうの先生も，「あなた
も金の心配はだいぶ減ったから，こっちで出せるよ
ね」と言ってくれたことあります。そして奨学金を
取ったからには博士論文を出してもらうつもりで進級
させるからということになったからです。このイギリ
スで学位を取る方向に変わったのが，２年目に入った
くらいでした。でも最後まで東大に籍は残していて，
最後半年間は休学も終わったので学費も払っていまし
た。復学届を出してやった唯一のことは退学届けを出
したことだけという（笑），非常に切ないこともした。
でも最後までロンドンに博士論文が出せるかどうか
は，やはりわからなかった。あと，いつまでも籍を残
しておいたのは，もう僕には資格はありませんが，日
本ではまだ在学期間に余裕があったので，ひょっとし
たら全然違うテーマでもう１本博士論文を書けるかな
というのもちょっとあったんです。でも一度書いてし
まえばもう十分という感じでした。やはりいつ向こう
で博士論文を書けるかというのは最低２年はやってみ
ないと分からないと思います。僕は普通に正規課程に
入ってしまったけれども，研究生として，お金があま
りかからないかたちで交換留学とかで行けるかたちも
ありますから。
　Ｑ：９月にケンブリッジでお会いして，もうすでに
わたしがここに帰ってきてしまったという状態なんで
すけれど。少しお伺いしたいことがあって，勝手なわ
たしの個人的なこととのつながりなんですが，最初に
お会いしたときに高橋さんが，「まだ博士の２年目だ
から閉じこもって勉強するより授業なんかを取ったり
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したらいいよ」と言ってくださって，半分そういう過
ごし方をして，論文を書いて，もうすでに６月の時点
で帰ってきてしまったという状態なんですけれども，
２つお伺いしたいことがあります。もし日本で博士論
文を書いていたら今回イギリスで書き上げられた論文
とどのように違ったのか。本質的なことが違ったと
おっしゃるかもしれないし，もしくは方向性とか分野
での位置が違ったとおっしゃるかもしれないけれど，
どのように違ったかという点。もう１つは最初にイギ
リスではこうで，しかし日本はまねしないほうがよい
こととサラッとおっしゃった，そのことをお伺いした
いと思います。
　Ａ：一番最初に言ったことですか？それはとくに具
体的にあったわけではないんですけれども。１点目の
質問については，僕がもし留学しなかったら，おそら
く博士論文を書かずに，研究はもうやめていたと思い
ます。おそらく毎年授業，演習を３つ，４つ出てい
て，それだけで精いっぱいなんですね。で，多分僕の
いた研究科は，名古屋大学ほど恵まれていなくて，院
生１人に何十万というお金が下りてくるわけもないの
で（司会：いや，きっと今は下りてきているよ。），そ
んなに何度も外国に行けるわけもなかったかな。やは
り一人で研究していくというのは非常に不安で，結
局，仲間との励まし合いはできても，アカデミックな
面では指導教員なりだれかがいないといけない。どこ
かで指導教員なりがそういう手助けをしてあげないと
いけないと思うんですね。今60代近くの研究者の人
は，「自分一人で研究してきた。それがいいことだ」
というふうに言っていますが，それは学問が進む上で
は必ずしもいいことではないと思います。今どのよう

なかたちであれ効率性なり成果を出すことが，文部科
学省が求める成果とは違うかたちで，専門家集団の中
でも求められていると思います。それは先程言った声
を上げない限り存在しないのと同じことです。僕は，
日本にいたら専門的なことに精通した指導教員がいな
かったという意味で，博士論文は書けていなかったで
しょう。おそらく博士論文を仕上げようという気は起
きなかったのではないかなと思います。制度的にもう
提出してくれと言われていても，なかなか動かなかっ
たのではないかな。
　だから日本でたとえば修士論文を書いた後に，先生
が「もう十分指導はした。お前はあと一人でやってい
ける。３年やれば自力で博士論文が書けるぞ」と言っ
て指導から手を引くことができるのか。それとも先生
にとっては大変だけれど博士課程３年間，４年間，も
うちょっとせっついて見てあげないといけないのか，
という問題と関係していると思います。僕は見てくれ
たほうがいいと思います。どの先生にとっても大変だ
と思いますが，指導教員が助けるべきところがあると
思います。どこまで支え木があるか，ないか。日本の
場合たいてい支え木が当ててあるのか当ててないのか
もわからないまま伸びなければいけないというところ
ですね。難しいですね（笑）。
　司会：はい，どうもありがとうございました。もう
予定した時刻も過ぎていますので，西洋史の院生の人
はこのあと，もう少し個人的にいろいろお話ができる
かと思いますが，ワークショップのほうはここでいっ
たん終わりにしたいと思います。今日はどうもありが
とうございました。


